
【２０１２年３月】 

ソフトボール教室ｉｎ答志島 

 

参加者と講師の皆さん 

３月３１日（土）４月１日（日）、鳥羽市答志島において元豊田自動織機女子ソフトボール部の選手を招いてソフ

トボール教室が開催された。(正式名称 Ｌｅｔ’ｓ 離島 SoftBall Stadium 2012) 

会場 鳥羽市立答志中学校  主催 Ｌｅｔ‘ｓ ＆答志中学校ソフト部保護者会 

参加チーム 三雲中学校、明和中学校、港中学校、東観中学校、答志中学校 答志スポーツ少年団 約１００名 

【講師のみなさん】  

豊田自動織機ソフトボール部ＯＧ 千葉逸美、桝本亜希、田中幹子、河内雅美（敬称略） 

東芝北九州ソフトボール部監督長澤佳子、岐阜イベントスポーツ振興事業団・大垣みなも 増淵まり子 

 鳥羽市立答志中学校ソフトボール部の保護者会の皆さんが子どもたちのソフトボール技術の習得と他地域のメン

バーとの交流を目指して企画され、地元のスポーツ少年団の子どもたちや県内のいくつかの中学校チームも交流試

合を含めて参加されました。講師として参加していただいた豊田自動織機チームＯＧの皆さんは各チーム、職場で

の都合をつけて参加していただき、前日から島にこられて宿泊しました。３１日、開講式と午前１０時から午後３



時までソフトボールの基本的な技術の指導をお願いしました。 

 あいにくの天気でグランドでの練習はできませんでしたが、体育館で体力づくりのゲームやウォーミングアップ

の方法を具体的に指導していただきました。そしてキャッチボールの基本やゴロの捕球について丁寧に指導してい

ただき、小学生の子どもたちも一生懸命がんばっていました。午後からはピッチングやバッティングなどの技術指

導をしていただきました。お昼はマグロの刺身、さざえや蒸しかき、ちりめんじゃこ、答志島海鮮汁など地元のお

いしい海の幸一杯のご馳走をおよばれしました。 

 一日、目一杯指導していただいた子どもたちの顔には満足の笑顔が見られました。 

夕方、講師として参加していただいた豊田自動織機ＯＧの皆さんは帰りましたが、参加した中学校チームで１日、

交流試合をします。中学校チームは答志の旅館で宿泊しました。 

三重テレビと地元のｉＴＶの取材を受けましたので後日放映があると思います。 

※ｉＴＶ４月１日，２日、午前７時から奇数時間の初めのトピックスで放映 

都道府県対抗全日本中学生女子大会、三重選抜大健闘で第３位 

 

大健闘した三重選抜チーム   (写真は保護者亀田様提供) 



第８回都道府県対抗全日本中学生女子大会は３月２４日、熊本県八代市球磨川河川敷スポーツ公園で開催。２７

日、三重選抜チームは準決勝まで４試合を勝ち抜きがんばりましたが、準決勝で惜しくも栃木県選抜と１－０で負

け第３位となりました。優勝は兵庫選抜、準優勝は栃木県選抜でした。  

【３月２５日の結果】 

１回戦 三重選抜 ３ － ２ 京都選抜 

２回戦 三重選抜 １ － ０ 岡山県選抜 

快進撃で２６日の３回戦に進出   

【３回戦】  三重選抜 ４－３ 神奈川選抜 

【ベスト８】 三重選抜 ２－０ 岐阜選抜 

三重選抜、接戦を勝ち抜き、準決勝戦に進出 

 

元気をつける三重選抜チーム 



２７日【準決勝】 

三重選抜（三重） ０－１ 栃木県選抜（栃木） 

兵庫選抜（兵庫） ４－１ 福岡県選抜（福岡） 

三重選抜大健闘 あとワンチャンス引き寄せれば勝てたが惜しくも第３位。よくがんばりました。 

【決勝】 

兵庫選抜（兵庫） ５－０ 栃木県選抜（栃木） 

「兵庫選抜」が一昨年（昨年は中止）の覇者「栃木県選抜」を５対０で破り、見事優勝しました。「ＪＯＣオリン

ピックカップ」（最優秀選手賞）は、「兵庫選抜」の安川裕美選手に決まりました。(熊本県ソフトボール協会Ｈ

Ｐより) 

 

三重選抜チームは、県内各チームから何度ものセレクションを経てメンバーを選出し構成されたチームです。県外

遠征や県内の高校生との練習試合を積み重ね、大会で見事第３位に入る大健闘を演じました。寒い中での練習に耐



え、よくここまで勝ち上がりました。選手はもちろんですが、指導していただいた監督、コーチの皆様、応援して

いただいた保護者の皆様本当にご苦労様でした。 

第５７回全国私学高等学校ソフトボール大会の結果  

３月２７日から東京都三鷹市大沢総合グランドで開催。全国の私学強豪チームが参加 

伊勢学園は強豪星野学園や日南学園、京都西山高校と対戦 

伊勢学園１－４星野学園  伊勢学園１－１日南学園  伊勢学園１－４ 京都西山高校  

今回は２敗１引きで決勝トーナメント進めず、残念。星野学園３勝 

春の全国大会結果 

第５回春季全日本小学生男子大会 ３月２９日から４月１日 鹿児島県日置市 

開会式 ３月２９日 試合は３月３０日から 

【出場チーム】 

 



徳和ソフトボールクラブ １５ ― ０ 菅谷ソフトボールスポーツ少年団（茨城県） 

徳和ソフトボールクラブ ０-１ 浮辺ソフトボールスポーツ少年団 

惜しくも負ける 

 

あのうスポーツ少年団 ０ ― ３ 新見ジュニアソフトボールクラブ（岡山県） 

 優勝 横須賀(神奈川) 準優勝 全松原(大阪) 

第５回春季全日本小学生女子大会 ３月２９日から４月１日 群馬県前橋市 

開会式 ３月２９日 試合は３月３０日から 

【出場チーム】  



 

度会エンペラーズ  一回戦 掛川桔梗女子ソフトと対戦 

いきなり静岡の強豪と対戦（昨年度夏の全日本小学生大会で準優勝チーム） 

【一回戦】 度会エンペラーズ ０―５ 掛川桔梗女子ソフト 

度会エンペラーズ惜しくも負ける 

優勝 西前田 SBC(愛知) 準優勝 ポニーズ(兵庫) 

全国高校選抜大会の結果 

【男子の部】 ３月１８日から２１日、静岡県富士宮市で開催大会 

津西高校 一回戦で準優勝した広島県立御調高校と対戦し３－０で惜しくも敗退 

【女子の部】 ３月１８日から２１日、岐阜県揖斐川町で開催  

１回戦 伊勢学園 １－０ 白鷗大学足利高校 ２回戦 伊勢学園 ９－５ 大分高校  ３回戦 伊勢学園 ３

－４ 済美高校 タイブレーカー８回、惜しくも負ける 

 



第２１回東海地域小中学生新人大会 総括 

 

 ３月１７日、１８日、伊勢市小俣町を中心に開催された第２１回東海地域小中学生新人大会は東海４県から小学

生男女１６チーム、中学生女子８チームが参加し、盛大に開催された。 

１７日はあいにくの雨に見舞われ、監督会議と開会式を小俣総合体育館で開催するだけであったが、開会式に参加

した各チームは各県代表チームの意義を確認し、みんなで力いっぱい戦うことを確かめた。選手宣誓は地元代表チ

ームの伊勢 GOLDENSTARS の長田夏凛選手が行った。 

 試合は１８日、早朝より会場係りや審判員の皆様がグランド整備を行い、午前９時から各会場で試合が開始され

た。いずれの試合も手に汗握る試合で選手の力一杯のプレーが続けられた。中にはなかなか練習が積み上げられず

厳しい状況もあったが持てる力をしっかり出し合った。中学生女子は接戦の連続で決勝戦は静岡県同士の対戦にな

り、二人の投手の継投と強力打線で力を発揮した三島市立錦田中学校が、昨年に続き優勝し二年連続優勝を飾っ

た。小学生男子は大量点が入る試合が多かったが、決勝は愛知県同士の対決で強力打線で打ち勝った井田ジュニア

クラブが優勝した。小学生女子はこれも大量点が入る場面も多かったが、優勝戦は愛知県同士の対決で元気一杯の

安城エンジェルスが優勝を飾った。 

 大会の運営については、監督会議で「ぜひ全試合をやりきりたい」という各チーム監督の熱意で、18 日一日で

試合を切り詰めて全試合をやりきることにした。途中、一時小雨が振り出したが、決勝戦までの３試合をやりきっ

た。 



 優勝した各チームは投打ともよく鍛えられていてすばらしい力を発揮した。これらの成果が東海地域のソフトボ

ールレベルアップにつながることを期待したい。三重県勢は惜しくも準決勝戦止まりだったのが残念であった。チ

ームはもちろんだが、各支部・県協会全体で強化を図っていくことが急務である。大会運営を支えた三重県協会、

伊勢・度会支部、審判員、記録員、会場係りの皆様に感謝申し上げたい。 

大会記録と表彰式 

 

第 21 回東海地域小中学生新人大会優勝チーム 

１８日、伊勢市で開催の第 21 回東海地域小中学生新人大会は、天候がどうにか持ち直し、曇り空の中だったがこ

の日１日で決勝戦まで行った。その結果次のチームが見事優勝を勝ち取った。三重県チームは惜しくも決勝には残

れなかった。 

第３位 伊勢 GOLDEN STARS  千里ヶ丘スポーツ少年団 米の庄スポーツ少年団  

【小学生女子】 



 

優勝 安城エンジェルス(愛知県) 

【小学生男子】 

 

優勝 井田ジュニア(愛知県) 

【中学生女子】 



 

優 勝 三島市立錦田中学校(静岡県) 

第２１回東海地域新人小中学生大会開会式の開催 

 

写真は第２１回東海地域新人小中学生大会選手宣誓 伊勢ＧＳ長田夏凛主将 

３月１７日（土）伊勢市で第２１回東海地域新人小中学生大会が開催される。しかしあいにくの天候で開会式のみ

開催。明日日程が変更されて試合が開催される。 



【第２日目 平成２４年３月１８日（日）】    

午前９時００分 競技開始 

試合会場は{ HYPERLINK 

"http://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%9C%8C%E5%96%B6%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E5%B1%B1%E5%85

%AC%E5%9C%92%E9%87%8E%E7%90%83%E5%A0%B4&hl=ja&ie=UTF8&ll=34.518686,136.64885&spn=0.

016584,0.027423&hq=%E7%9C%8C%E5%96%B6%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%

9C%92%E9%87%8E%E7%90%83%E5%A0%B4&radius=15000&t=m&z=15&brcurrent=3,0x6004435f0ef5b7bb:

0x5f3e057277a62364,0" ¥t "_blank" } 市営大仏山スポーツセンター、明野小学校グランド、 

美和ロックグランドなどいずれも小俣町の大仏山公園周辺にあります。 

三重県出場チーム 中学生女子 伊勢 GOLDENSTARS 三雲中学校 

小学生男子 千里が丘スポーツ少年団、米の庄スポーツ少年団 

小学生女子 UKIUKI スピード、東員エンジェルス 

三重選抜チーム強化練習試合続く 

 

http://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%9C%8C%E5%96%B6%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92%E9%87%8E%E7%90%83%E5%A0%B4&hl=ja&ie=UTF8&ll=34.518686,136.64885&spn=0.016584,0.027423&hq=%E7%9C%8C%E5%96%B6%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92%E9%87%8E%E7%90%83%E5%A0%B4&radius=15000&t=m&z=15&brcurrent=3,0x6004435f0ef5b7bb:0x5f3e057277a62364,0


 第８回都道府県対抗全日本中学生大会に出場する三重選抜チームは各地で高校生チーム・県外チームに胸を借り

練習試合を積み重ねている。少しずつ力もアップしそれなりの成果が出てきている。和歌山選抜には５－２で見事

勝利を収めた。大会の組合せも発表され、いよいよ本番に向けての最終調整のときとなった。大会は３月２４日か

ら２７日、熊本県八代市で開催される。３月３日の京都遠征では静岡県、石川県、奈良県代表チームを相手に３連

勝する。  

 ２５日一回戦：京都選抜と対戦 

【今後の練習試合および練習試合結果】 

○２月４日(土)・２月５(日）静岡遠征 会場 静岡県袋井市小笠山総合運動公園（エコパ） 

対戦チーム 静岡・岐阜・東京・山梨・栃木・埼玉などの選抜チーム 

【練習試合結果】 

○１月１５日（日） 会場 宇治山田商業高校 

三重選抜２－９伊勢学園 三重選抜３－４松商 三重選抜５－１３山商 

○２月１１日（土） 会場 津商業高校 

三重選抜０－２津東 三重選抜０－１津商業 三重選抜４－３津東 三重選抜０－１１津商業 

○２月１９日（日)  会場 四日市商業高校 

三重選抜５－２和歌山 三重選抜７－０四日市商業 三重選抜０－１いなべ総合 

  対戦成績 三重選抜 ３勝７敗  

○３月 ３日（土） 

○３／２４（土）～２７（火） 予備日２８（水） 



第８回都道府県対抗全日本中学生ソフトボール大会 

熊本県八代市球磨川河川敷スポーツ公園 

 

第１４回熊野オープンと第６回熊野市長杯」の開催 

 

熊野支部（主催 熊野市ソフトボールフェスティバル）では３月に「第１４回熊野オープン」と「第６回熊野市長

杯」が開催されます。県協会はじめ、各支部の皆様には審判等のご協力をいただき誠にありがとうございます。 

３月８日～１１日には、１４回目を迎える「熊野オープン」が開催されますが、１月頃に県外の一般の方から問い

合せがあるなど、運営者として大会が広く知れわたり大変嬉しい限りです。大会は、昨シーズン日本リーグを２連

覇したトヨタ自動車をはじめとする日本リーグに所属するチームが１０チーム、インカレで優勝した園田学園女子

大学、同じく準優勝された三重県の鈴鹿国際大学など４チームが参加し、計１４チームで行なわれます。 



 

また、３月１５日～１８日には「熊野市長杯」が開催されます。大学１８校２４チーム（２チーム出場校あり）が

参加を予定しております。昨年のインカレ出場校も多数参加するのでレベルの高い大会になることは間違いありま

せん。ぜひ、熱い戦いを観に来てください。 

レポート 熊野支部 片岡 正人 

県審判員・記録員の伝達講習会の開催 

 

 ３月３日（土）・４日（日）三重県ソフトボール協会主催、三重県ソフトボール協会審判委員会、記録委員会、

四日市支部ソフトボール協会主管の三重県審判員・記録員の伝達講習会が四日市市楠ふれあいセンターと楠緑地多

目的運動場で開催された。県下各支部から 66 名の審判員・記録員、講師陣が参加した。 



 一日目は楠ふれあいセンター（ゆめの木）での開講式と記念講話、ルールについてと必携についての解説があっ

た。講話では久保源治理事長の今までの歩みとその中で経験されたエピソードが熱く語られた。二日目は審判員が

楠緑地多目的運動場で実技を、記録員が楠ふれあいセンター会議室でスコアシートのつけ方や新しい集計ソフト

Windmill の研修を行った。３月になったとはいえまだまだ寒さの残る中、グランドでのプレーを支える熱心な研

修が続けられた。 

  

三重県ソフトボール協会総会の開催 



 

３月４日(日) 四日市市地場振興産業センターで三重県協会総会が開催された。県協会役員並び支部代表者の皆さ

んが参加し次の議題について協議した。 

① 平成２３年度 事業報告と会計報告、その他 ② 平成２４年度事業計画と予算 

③ 役員改選  ④ 平成２４年度国体監督について 

総会の場で今年度退任される役員の皆様に感謝状が贈呈された。 

総会終了後、四日市シティーホテルで懇親会が開催され交流を深めた。 

第１２回ササユリカップシニアソフトボール大会の開催 



 

A ブロック優勝の白鳥シルバースターズ 

 ３月１１日（日）、東日本大震災発生から一周年の日だったが、志摩市で第１２回ササユリカップシニアソフト

ボール大会が開催された。本来は１０日からの開催予定だったがあいにくの雨天のため延期になり、１１日のみの

開催だった。大会には東海・近畿、中部地域からシニアの３１チームが参加し熱戦を展開した。シーズンはじめの

試合とはいえ、各チームの戦いぶりはすばらしく手に汗握るものばかりであった。今回は天候不良のため、各ブロ

ックで優勝を決めた。 

【各ブロックの優勝チーム】 B イーナちゃんシニア、C 四日市シニア、D 名古屋シニア、E 稲沢ゴールド、F 伊

那シニア、G 岸和田クラブ、A 白鳥シルバースターズ 

大震災が発生した午後２時４６分には各球場では黙祷をして震災でなくなられた方のご冥福を祈った。 



 

 

 


